加工食品

愛知県 （株）平松食品
『各国規制に対応し、つくだ煮の販路を拡大』
【主な品目】

【主な輸出先国・地域】

魚介のつくだ煮、つくだ煮調味料

台湾、米国、香港、シンガポール

【輸出取組の概要】
 平成10年頃より台湾へ輸出開始。米国、香港など展示会、催事活動を通じ販路拡大。
 平成17年にISO22000、平成29年にFSSC22000の認証取得。令和2年にEU向け水
産加工品取扱施設の認定取得。また、中国政府、ベトナム政府の水産品加工施設
登録を実現し、新しいエリアへの販路拡大をめざす。
【輸出実績】 （平成１０年より輸出開始）
輸出額(万円)
令和元年度

2,053

平成30年度

2,007

平成29年度

2,311

出荷時期

通年

【効果があった取組】
米国の売り場から触発
され開発された新商品

【取り組む際に生じた課題】
• つくだ煮は日本固有の食文化のため、現地食文化との接点が見出しにくい。
• 水産加工品は各国の規制が多く、それぞれに対応が必要。

つくだ煮の海外向け
アレンジ

TERIYAKI-FISH jerky

【生じた課題への対応】
• 県内で積極的に海外販路開拓に取り組む食品事業者と「愛知県輸出研究会」を
結成。海外シェフを愛知県に招聘し、愛知の食文化を理解いただき、現地の食文
化とコラボレーションして発信する商談会を開催。
• 認証取得や施設登録を目指す取り組みを実施した。また、EPAに対応した手続き
を内製化。第一種特定原産地証明や、放射能検査に伴う手続き等を社内で対応。

【対応の結果】
• 愛知県食品輸出研究会でアメリカ東海岸、香港を重点的にプロモーションし、愛知
の食のブランドを高めた。
• FSSC22000、EU向け水産加工品取扱施設の認定を取得し、米国FDA監査への
対応をしたことで、欧州バイヤーとのオンライン商談会を通じた具体的な輸出商談
へと繋がった。施設登録の結果、ベトナムECバイヤーと商談し成約。
• EPA協定を活用した輸出対応で成果を上げた。また上海の展示会でオンライン商
談の結果、確度の高い商談へと繋がった。

米国NYにて愛知の食を
紹介しながら商談会

【今後の課題・展望】
• 現地の食文化と融合した新製品を開発し、販路拡大。
• 手続き業務を内製化し、それぞれの経済ブロックに優位な条件で展開できるよう
EPAを活用するとともに、輸出商社と連携して、販路開拓。
【活用した支援・施策】 農林水産省 輸出に取り組む事業者向け対策事業
【ウェブサイト】 https://www.bisyoku.com
【連絡先】 担当者名：株式会社平松食品、平松賢介 ＴＥＬ：0533-77-2468

香港にてシェフやバイヤー
と研究会で商談会を開催

加工食品

愛知県 （株）まるや八丁味噌
『味噌を米国、アジアへ』
【主な品目】

【主な輸出先国・地域】
米国、香港、タイ、シンガポール、マレー
シア、台湾

味噌
【輸出取組の概要】

 昭和43年に米国へ輸出開始。
 昭和62年に米国の有機食品認証機関「ＯＣＩＡ」の認証取得。
 平成22年から香港、台湾、タイ、シンガポール等の百貨店の催事や展示会に出展。
【輸出実績】 （昭和43年度より輸出開始）
輸出量(ｔ)

令和元年度

61

平成30年度

63

平成29年度

59

出荷時期

通年

【効果があった取組】
・英語表記を加えたパッケージ
の製作。
・外国人シェフ考案のメニュー
で展示会に出展。

【取り組む際に生じた課題】
• 日本語の通じない海外のお客様にどうやって手に取ってもらうか。
• 商品の特長を理解してもらうためのアプローチの仕方や認知度向上の取組。
• レストラン向けの販路拡大。

【生じた課題への対応】
• 英語の表記を取り入れた商品の開発。
• 海外の展示会で現地調査及び、外国人の意見を聴取。
• 外国人シェフを交えた展示会に参加。シェフへの提案方法を模索。
英語表記を採用した商品

【対応の結果】
• 英語表記がある方が海外バイヤーとの商談に有効な場合があった。
• 外国人シェフとの交流により日本人にない発想の活用法を知ることができた。
• 日本食以外に展開する可能性が広がった。

【今後の課題・展望】
• 商品の特長をより理解してもらい、既存ルートの拡大を図る。
• メニュー提案により具体的にイメージしやすくし、販路の拡大を目指す。
• 新規ルートの開拓を積極的に行い、輸出量の緩やかな拡大を目指す。

外国人シェフ考案の
メニューで展示会に出展

【活用した支援・施策】 ジェトロのセミナー、商談会に参加。ＪＡＰＡＮブランド事業への参加。Vietnam Food expo、
FOOD TAIPEI、HOFEX等に出展
【ウェブサイト】 https://www.8miso.co.jp
【連絡先】 担当者名：社長室 石原友保、ＴＥＬ：0564-22-0222

加工食品

愛知県 （株）金トビ志賀
『乾麺（きしめん、うどん等）を香港、台湾等へ』
【主な品目】

【主な輸出先国・地域】

乾麺（きしめん、うどん、ひやむぎ、そうめん等）

香港、台湾、シンガポール、米国

【輸出取組の概要】
 平成29年、香港、上海での店頭販売実績、香港FOOD EXPOに出展。
 平成30年、韓国に輸出開始。米国での店頭販売実施、香港FOOD EXPO出展。
 令和元年、香港、上海での店頭販売実施、香港FOOD EXPOに出展。
【輸出実績】
輸出額(万円)
令和元年度

155

平成30年度

185

平成29年度

170

出荷時期

通年

【効果があった取組】
・現地パートナーとの同行販売。
・現地店舗での継続的な試食活動。
・めん弁当で販売（調理めん）

【取り組む際に生じた課題】
• スポットの取引がある年は金額が伸びるが、継続しないことがある。
• 継続取引のためにはフォローが必要だが、時間とコストに限界がある。
• 他社製品との差別化が難しい。

【生じた課題への対応】

名古屋きしめん

国産きしめん

• 地域ごとに担当者を決め、展示会、商談会に継続的に参加。
• 展示会で要望の多い直接貿易にトライし、販路を広げる努力を行う。
• 提案商品をきしめんに特化し、国産小麦使用きしめんの導入を図った。

【対応の結果】
•
•
•
•

新規仕向け地は獲得したが、既存先の販売数が伸びなかった。
展示会で新規案件を獲得。
現地での店頭販売は継続が必要。
米国で名古屋きしめんをえび天きしめん弁当で販売。好評を得る。

【今後の課題・展望】
• 直接貿易を行い、輸出額の増額を目指す。
• リモートでの接点つくりを実施。

めん弁当の販売の様子

【活用した支援・施策】 JETRO商談会・海外見本市への出展、愛知県主催・蒲郡市主催の現地フェアに参加、
経産省ＪＡＰＡＮブランド事業への参加
【ウェブサイト】 http://www.kintobi.com/
【連絡先】 担当者名：営業課長 永島直武、ＴＥＬ：0533-69-3111

加工食品

三重県 伊賀越（株）
『天然醸造醤油を欧米、アジアへ』
【主な品目】
天然醸造醤油・ハラール醤油、
グルテンフリー醤油

【主な輸出先国・地域】
米国、中国、香港、台湾、インドネシア、
マレーシア、フランス、シンガポール、
韓国

【輸出取組の概要】

 国産の大豆、小麦及び塩を原料とした天然醸造醤油の品質安定化と量産化を実現
し、米国、中国その他の途上国への輸出による市場拡大とハラール認証取得により
天然醸造醤油のグローバル展開
【輸出実績】（平成12年度より輸出開始）
輸出額(万円)

輸出量(ｔ)

令和元年度

6,400

600

平成30年度

7,400

700

平成29年度

5,300

500

出荷時期

通年

【取り組む際に生じた課題】
• 輸出に関する直接対応の必要性
• 輸出に必要な認証（GLOBAL GAP、ハラール、HACCPなど）。

【生じた課題への対応】
• ハラール認証を取得し、マレーシア展示会（MIHAS)でPR。
• FSSC22000を取得し、対北米向け輸出強化。
• 国際的な人材を確保しスピーディな取引を強化。

たまごかけ醤油
(天然醸造醤油
使用)

一年熟成
天然醸造醤油

鮮度ボトル
グルテンフリー
醬油

【対応の効果】
• 国内向け販売価格の下落を抑止し、販売の安定化に寄与。
• 通年供給体制の確立により、販路を拡大。
• 輸出品の知名度やブランドとしての価値向上や国内での評価向上。

【今後の課題・展望】
• 令和元年度は日韓関係の悪化から韓国向けの輸出はゼロとなり現在も
戻っていない。
• HALAL諸国や途上国にも輸出を拡大し、2022年までに輸出額１億円を
目指す。
• 現地ニーズに合致した商品開発を進める。
• 中国アリババ等の「ネット」＋「店舗」が融合した業態が普及し、新たな
提案が必要。
【活用した支援・施策】 食品輸出商談会 FOODEX JAPAN(2017、2018、2019）
海外見本市SIAL CNINA2018に 出展
【ウェブサイト】 http://igagoe.tennengura.jp/
【連絡先】 担当者名：本城 ＴＥＬ： 0595-22-0252

インドネシア向け
寿司のたれ

鮮度ボトル
天然醸造醤油
本城

畜産物

愛知県 三栄鶏卵（株）
『生たまごをシンガポール、台湾へ』
【主な品目】

【主な輸出先国・地域】

鶏卵

シンガポール、台湾

【輸出取組の概要】
 平成24年、シンガポール政府ＡＶＡ（農・畜産庁）より生産農場認証を取得し、同年よ
り「まんげつ濃厚卵」を輸出開始。
 平成28年、シンガポール向け「お土産用たまご」（携帯品）を中部国際空港国際線制
限エリアで販売開始。
 令和元年、台湾向け「まんげつ濃厚卵」 を空輸開始。
【輸出実績】 （平成24年度より輸出開始）
輸出量(ｔ)

出荷時期

令和元年度

8

平成30年度

8

平成29年度

6

通年

【効果があった取組】
パッケージデザインを改編し、日本産・
空輸・特質をわかりやすく書き加えた。

【取り組む際に生じた課題】
• 品質劣化防止を前提とした物流体制をフォワーダーとともに構築。
• 日本国内での鳥インフルエンザ発生により、動物検疫輸出停止となる。

【生じた課題への対応】
• 定期的な店頭試食プロモーションの実施により、現地マーケットでの需要
喚起。
• パッケージデザインを改編、特質や日本産・空輸をわかりやすく表記。

中部国際空港セントレアで販売
「お土産たまご」

【対応の結果】
• パッケージの変更により手に取ってもらいやすくなり、商品認知度が向上
した。

【今後の課題・展望】
• シンガポール・台湾に限らず新規に輸出先可能国へ販路拡大したい。

台湾での実演販売プロモーション

【活用した支援・施策】 JETRO海外ブリーフイング、日本畜産物輸出促進協議会「鶏卵輸出部会」へ参加、
ＪＥＴＲＯ 新輸出大国コンソーシアム・専門家支援

【ウェブサイト】 http://www.sanei-tamago.com
【連絡先】 担当者名：営業部 久永時男、ＴＥＬ：0564-24-4455

